
工作「カレンダー作り」
皆で協力して、1年間のカレンダーを作りました。

　市三宅のきたなかファームさんにお世話いただき、きゅうりの収穫
体験をしました。大きなきゅうりに大歓声。さっそく家で食べて新鮮
なきゅうりはとっても美味しかったと喜んでいました。

　カロムって、ムズカシイ…。学童保育所での定番の
遊び、カロム。パックをねらう表情は真剣そのもの。
集中して遊びこめるゲームです。

学童保育所紹介

北野第1～4  学童保育所

　京都市市民防災センターへバス遠足に行きました。
強風体験、地震体験等で、有意義な活動ができました。

中主第1～4  学童保育所

　リニューアルされたコミュニティセンターしのはら・大ホールで
クリスマス会をしました。生活発表会では、ハンドベル演奏やペー
プサートを披露し、仲間の頑張りをみんなで見守りました。

篠原学童保育所

　暑い夏、空調設備の整った体育館でドッチボールや個々に
好きな遊びを思いっきり楽しみました。in 野洲市総合体育館

野洲第1～7  学童保育所

三上第1・2  学童保育所

祇王第1～6  学童保育所

野洲市社会福祉協議会野洲市社会福祉協議会

令和２年（2020年） 3月号

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮｏＮｏＮｏＮｏＮＮＮｏＮＮｏＮＮｏＮＮｏＮＮＮｏＮＮｏＮｏＮＮｏｏＮｏＮｏＮｏｏｏｏＮｏＮｏｏＮｏＮｏｏＮｏｏｏ.Ｎｏｏｏ.Ｎｏｏ.ｏｏ.ｏ.ｏ.ｏ.ｏ.ｏ.ｏ.ｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏＮｏ.83
社協は住民の声を集める

みんなの広場

あったかハートをお届けします！

社協は住民の声を集める
みんなの広場

あったかハートをお届けします！
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サロン担い 手 交 流 会
　１１月18・29日、２月7・14日にサロン担い手交流会を開催いたしました。
　この交流会は、地域で実施されているサロンの担い手の方々が活動報告やグループ交流などを通して、
サロンの活性化と担い手同士のつながりを目的として毎年開催しております。
　次年度も担い手同士がつながり情報交換が出来る場を計画させていただきます。

TEL 589-4683野洲市社会福祉協議会問い合わせ

新しいサロン備品紹介
新しい備品が増えました。地域活動にご活用下さい。（貸出無料）

カーレット
（2セット）

ビーンボウリング
（2セット） SDカラオケ（3セット）

ポケットボール
（1セット）

ターゲットゲーム
（四角タイプ）（円タイプ）（各1セット）

カラオケについては
単三電池２本、単四電池２本
　用意してください

11月29日：サロン紹介・サロン備品等で交流

・参加者同士で実施するサロン（近江富士第２区） 男性も楽しめるゲーム等のメニューを取り入れています。

・サロン備品（下記）と比留田のゲームを体験

２月７日：居場所紹介・健康講座・工作

・野洲市にあるすてきな（居）場所紹介

・健康講座「姿勢について」　～大変好評でした～
　体の基礎になる姿勢の大切さを理解し、健康
寿命を延ばすヒントになりました。
（興味がある方は3/15（日）午前10時00分～
　コミセンきたのにて無料講座あり）

・スノードーム工作

元自治会役員のメンバーで結成したバンド
「ビーフォー＆エー」の演奏（市三宅）

お手製のゲームを活用したサロン (比留田)

姿勢と健康を考える会：福田健一郎氏
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地域福祉権利擁護事業
あなたの暮らしの“安心”をお手伝いします！あなたの暮らしの“安心”をお手伝いします！

Q１. どんな人が利用できるの？

Q２. どんなサービスが受けられるの？

Q３. どうやったらサービスが利用できるの？

自分ひとりで判断をすることに不安な方や、お金の管理に困っている方などが利用できます。
たとえば、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方が対象です。

　福祉サービスを利用する際のさまざまな手続きや契約、預金の出し入れ、生活に必要な利用料などの支
払い手続き、年金や預金通帳など大切な書類の管理などをお手伝いします。

まずは、社会福祉協議会までご連絡ください。
生活に対する困りごとや悩みごと、こんな風に暮らしたいという希

望はそれぞれ違います。私たちはそんな一人ひとりの暮らしをしっかり
とサポートできるように一緒に考えていきます。気軽にご相談ください。

日常的金銭管理サービス 書類等預かりサービス福祉サービスの利用援助

令和2年1月25日㈯コミュニティセンターきたのにて、野洲市社会福祉大会を開催
しました。永年にわたり社会福祉の増進に貢献された方々の功績に対し、野洲市社会
福祉協議会会長より表彰状及び感謝状の授与、また滋賀県共同募金会会長表彰の伝
達式を執り行いました。

令和元年度野洲市社会福祉大会に
ご来場・ご協力いただきありがとうございました

野洲市社会福祉協議会会長表彰 野洲市社会福祉協議会会長感謝

田中　宏枝 様　　　堤　　　勇 様　　　田中　康嗣 様
小林　　信 様　　　川端　芳美 様　　　川那辺鈴代 様
　村　千春 様　　　𠮷川　和則 様　　　青木茂治郎 様
小川　美知 様　　　兼岩　龍善 様　　　高木　啓行 様
河田　勝男 様　　　前田　龍男 様　　　土井　妙子 様
梅村　正美 様　　　川端　啓市 様　　　三宅　正子 様
早田　宗弘 様　　　辻川眞由美 様　　　万葉クラブ 様
野田憩の会 様　　　野洲地区更生保護女性会 比留田分団 様

有限会社 三王都市開発 様

滋賀県共同募金会感謝状（伝達）

京セラ株式会社 滋賀野洲工場 社員一同 様
野洲学区一心会 様
オリベスト株式会社 様
滋賀中央信用金庫 様 （順不同）

（福祉功労者・団体表彰）

健康で長生きするためには「社会性」が大切！
社会性とは、人と人とのつながりのこと。そのつながりの中で、それぞれの役割をもつことで、社会参

加につながります。社会性が低下すると生活範囲や行動範囲が狭くなり、精神・心理状態がダウン。続
いて口腔機能や栄養状態が悪くなり、身体活動が低下することでサルコペニア（筋肉量の減少）を発症

しやすくなることから、いかに社会参加が大切かということを会場の爆笑を誘いながら、面白おかしくお話しいただきました。
近所での集い、カラオケ、ゲートボール、散歩などの日常的な娯楽も十分「社会性」維持に役立ち、健康維持、介護予防につなが
るとのこと。毎日の暮らしがまわりの人達とのつながりで成り立っていることを再確認し、支え合いの意味を見つめなおす講演と
なりました。

講　演講　演 「 支え合いは暮らしからつくられる！
　　　～活き・生き・元気な地域づくり 3つのポイント～ 」

ご近所福祉クリエーター　酒井　保 氏
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ＩＫウェイスト㈱

㈱あいむ

㈱赤坂組

㈱アブラサダ

㈲アメニティ北村

　医真会 野村内科医院

伊藤整形外科

㈲岩本自動車工業所

㈱ウメムラ

　藤寿会 えとうクリニック

エムシィー㈱

近江ОＦＴ㈱

近江牛・旬菜料理　天音

おうみ冨士農業協同組合 野洲地区センター

岡鑿泉工業所

奥野印刷㈱

㈱奥村興業

㈱オグラエンジニアリング

オリベスト㈱

角一化成㈱ 滋賀事業所

㈱関西みらい銀行 中主支店

㈱北中工業

希望が丘クリニック

㈱木村モータース

京彦木材㈱

クオリテックファーマ㈱ 滋賀工場

　くれよん うえだこどもクリニック

㈱京滋建設

㈱ケイロジ

㈱ケーエス

甲原医院

㈱湖水設備

湖東開発㈱

◎賛助会費にご協力いただいた企業・事業所　様 （令和2年1月31日現在）

自治会長様、市民の皆様をはじめ、賛助会員として野洲市社会福祉協議会の活動にご賛同いただき、誠に
ありがとうございます。
皆様からいただいた会費は、地域福祉活動や福祉団体への支援等地域福祉の推進に役立たせていただきます。

坂本油化㈱

澤田医院

三協高圧㈱

㈱滋賀銀行 中主支店

㈱滋賀銀行 野洲支店

滋賀ダイハツ販売㈱

滋賀中央信用金庫 中主支店

滋賀中央信用金庫 野洲支店

㈱滋賀ホイストサービス

一般財団法人 滋賀保健研究センター

㈱シナジー

湖南病院

　翔誠会 おおはし腎透析クリニック

㈱SCREENホールディングス

生活協同組合コープしが

㈱タイヨー生コン

田中医院

㈱田中石材

中国塗料㈱ 滋賀工場

中主郵便局

㈱長府製作所 滋賀工場

津田木材㈱

(社福)出合いの家

㈱テクノ高布

東海電工㈱

東洋産業㈱

㈲ナサ技研

日本発条㈱ 野洲工場

㈱花のオカダ

㈲ハラダ設備

㈱ヒガシトゥエンティワン
京滋・多久ロジネット事業部
京滋総合物流グループ

光タクシー㈱

㈲ヒューマンケア

㈱ヒラカワ 滋賀事業所

(社福)びわこ学園 医療福祉センター野洲

びわこ観光バス㈱

扶二工業㈱

フラワーかわさき

ＮＰО法人 ふれあいワーカーズ

㈱堀光

松下電動工具㈱

㈱マツナガ

㈱村田製作所 野洲事業所

㈱野洲サルベージ

(社福)野洲慈恵会　

野洲市湖岸開発㈱

㈱野洲製作所

㈱山本管工

(社福)悠紀会

　吉川医院

吉田クリニック

㈱吉野組

（五十音順、敬称略）

◆社協会員を募集しています。
（法人：１口  5,000円）

◆社協の趣旨・活動に賛同し、ご協力いただ
　ける方は、下記までご連絡ください。

社会福祉法人  野洲市社会福祉協議会
〒520-2423
滋賀県野洲市西河原2400番地
TEL : 077-589-4683
FAX : 077-589-5783
E-mail　fukushi@yasu-syakyo.or.jp
URL　http://www.yasu-syakyo.or.jp/　

賛助会費ご協力のお願い賛助会費ご協力のお願い

令和元年度

社会福祉協議会 会費に ご協力ありがとうございました。
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令和2年度 ボランティア保険の加入手続きが始まりました。

　日本国内のボランティア活動中におこ
る様々な事故に対する備えとして、無償
で活動するボランティアの方々のために
発足した保険制度です。

TEL：077-589-4683　FAX：077-589-5783

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行う各種行事における様々な事故に対する備えとして発足した保険制度です。

ボランティア保険加入のご案内ボランティア保険加入のご案内

お申込み・問い合わせ先

ボランティア行事用保険

ボランティア活動保険

基本プラン

天災・地震補償プラン

宿泊を伴わない、かつ参加者が事前に
特定できる行事（1日・1名につき）

宿泊を伴う行事（1日・1名につき）

宿泊を伴わない、かつ参加者が事前に
特定できないＡ１区分行事
（1日・1名につき）

・最低20名分の保険料が必要です
・参加者名簿は、加入申込人が保管し
て下さい

・加入申込時に名簿の提出が必要です

・最低20名分の保険料が必要です
・開催場所の制限があります

A１：28円
A２：126円
A３：248円
＊内容の危険度による区分

1泊2日：241円　 2泊3日：295円
3泊4日：300円　 4泊5日：354円

28円

保険料

350円

500円

※これまでのプランを見直し、2プランに
整理されました。
※補償期間…加入日の翌日から、令和3年3
月31日まで。

※保険料振込等の手続きは加入申込人でお願いします。　※行事開催日の1週間前までに申込してください。

Ａプラン

保　　険　　料 備　　　　　考

Ｂプラン

Ｃプラン

移送・送迎サービスにおいて、その利用者の傷害事故に対する見舞金制度として発足した保険制度です。

送 迎 サ ー ビ ス 補 償

送迎サービス利用者（利用者特定方式）

特定した自動車に搭乗中の送迎サービス
利用者、同乗者（運転手を含みます）
（自動車特定方式）

・1申込につき最低保険料1,000円
・利用者名簿は、加入申込人が保管し
て下さい

・営業用自動車の加入はできません

1日・1名につき20円

法定乗車定員　1名　2,000円

Ａプラン

保　　険　　料 備　　　　　考

Ｂプラン

（令和元年10月15日～令和2年1月28日）
《金員の部》 《物品の部》

温かい思いやりありがとうございました。

有効に使わせていただきます。

善 意 銀 行 だ よ り

匿名

大畑女子有志 様

井口自治会 様

匿名

妓王まちづくり推進協議会
コミュニティセンターぎおう夏まつり実行委員会 様

小南自治会エコライフ推進委員会 様

20,561円
20,000円
20,000円
1,500円
7,255円

30,000円
4,000円

匿名
匿名
匿名
㈱吉野組 様
匿名
匿名
三上仏教会 様
フードバンクびわ湖 様
大阪ガス㈱ 様
匿名
京セラ株式会社
滋賀野洲工場社員一同 様
四ツ家・八幡神社 様
匿名
小南自治会エコライフ推進委員会 様

米17キロ
米5キロ

肌着・靴下・パジャマ
シルバーカー2台
マッサージ機
米20キロ
米60キロ

カップめん20食、アルファ米40食
おりがみ（大・小）各50部

米64キロ
拡声器セット・パソコン&専用ソフト、
チャイルドシート、ジュニアシート、液晶プロジェクター

鏡餅
タオル

衣服、靴下
妓王まちづくり推進協議会

コミュニティセンターぎおう夏まつり実行委員会 様
京セラ株式会社

滋賀野洲工場社員一同 様

野洲市社会福祉協議会
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共同募金運動

昨年10月１日から全国一斉に「赤い羽根共
同募金運動」、また12月１日から「歳末たす
けあい募金運動」を実施しましたところ、自
治会を通じて市民の皆さまをはじめ、各種団
体さまより多くの善意を届けていただき誠に
ありがとうございました。
皆さまからお寄せいただきました共同募金
は、誰もが住みなれた地域で安心して暮らす
ことができるよう、様々な福祉活動に活用さ
せていただきます。
今後とも、共同募金運動に皆さまのご理解
とご支援をお願いいたします。

令和元年度 募金実績額 （単位：円）

募金方法
戸別募金
街頭募金
法人募金
学校募金
職域募金
個人募金
その他募金
合 　 計

赤い羽根共同募金
3,216,946
22,129
20,000
58,678
381,524
23,886
9,094

3,732,257

歳末たすけあい募金
2,721,554
15,506
90,000

0
1,119,058
22,600

0
3,968,718

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

◎赤い羽根共同募金（法人・学校・職域）

◎歳末たすけあい募金

エドワーズライフサイエンス㈱
オリベスト㈱
野洲市立祇王小学校
北野学区民生委員児童委員協議会
野洲市立北野小学校
京セラ㈱ 滋賀野洲工場 社員一同
篠原学区民生委員児童委員協議会

（五十音順・敬称略）

中主学区民生委員児童委員協議会
中主赤十字奉仕団
三上学区民生委員児童委員協議会
野洲市立篠原小学校
野洲市立中主小学校
野洲市立三上小学校
野洲学区民生委員児童委員協議会

㈱あいむ
アキレスボランティア委員会
アクティブ野洲
ぎおうの里
京セラ㈱ 
京セラ㈱ 滋賀野洲工場 社員一同
京セラ労働組合 
金光教篠原教会 

アキレス㈱（靴）
金光教篠原教会（白米）

【物品】

野洲市シルバー人材センター
野洲市役所
野洲市立野洲小学校
野洲赤十字奉仕団
野洲地区更生保護女性会
野洲市社会福祉協議会

滋賀中央信用金庫 
篠原仏教会 
中主赤十字奉仕団 
出合いの家 
のどかの家高木 
野風草 
陽だまり 
ふれあいワーカーズ

またあしたみそら 
野洲学区一心会 
野洲すみれ苑 
野洲赤十字奉仕団 
野洲地区更生保護女性会 
野洲市社会福祉協議会

～ わたしたちは忘れない ～

左記以外に匿名の方や募金箱等にもご協力をいただいております。
各義援金の総額等詳細については、社会福祉協議会のホームページ

をご覧ください。

日赤滋賀県支部　野洲市地区受付分

令和元年台風第１９号災害義援金
　妓王まちづくり推進協議会 様

令和元年８月豪雨災害義援金
　野洲市中主赤十字奉仕団 様

(令和元年11月1日から令和2年2月29日)

義援金のご協力ありがとうございました。
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令和元年度  歳末たすけあい募金配分事業報告
皆さまからいただいた善意の募金によって、このような事業を実施させていただきました。

合計金額　　3,506,142円

日常生活支援事業
高齢者世帯、障がい者世帯の方に気
持ち良くお正月を迎えてもらうため
に、年末の大掃除や草むしり等の支
援を行う事業に配分しました。

105世帯　計281,142円

174世帯　300名
計2,190,000円

19施設　計475,000円

共同募金運動にご協力いただき共同募金運動にご協力いただき共同募金運動にご協力いただき

ひとり暮らし高齢者等友愛訪問事業
地域の民生委員児童委員のご
協力を得て、ひとり暮らし高齢
者宅を友愛訪問してもらい、障
がい者作業所に作成依頼した
カレンダーをお届けしました。

1,000部
計560,000円

福祉施設等助成事業
野洲市内の福祉施設及び団
体を対象に、年末年始の交
流活動事業・施設整備への
助成を行いました。

要保護世帯等支援事業
民生委員児童委員のご協力を得て、
野洲市内のひとり親世帯、高齢者世
帯、障がい者世帯、疾病等による要
介護世帯の方を対象に、温かいお正
月を迎えてもらうために、お見舞金
をお渡ししました。

一時的に子育てのお手伝いが必要になることがあります。
みんなで子育て家庭を応援しましょう。
まかせて会員さんには、サポートしていただける日や時間、

内容等ご希望・ご都合に合わせて活動をお願いしています。

一 緒にサポート活 動をしませんか

野洲市ファミリー・サポート・センター

子育ての手伝いを受けたい人（おねがい会員）と子育
ての手伝いができる人（まかせて会員）が会員となって
助け合う組織です。

ファミリー・サポート・センターとは

【会員数】
おねがい会員　　308名
まかせて会員　　112名
どっちも会員　　 59名
合　計　　　　  479名

【活動内容】
①学童保育所のお迎え及び帰宅後の預かり　　　　870回
②保育所・幼稚園のお迎え及び帰宅後の預かり　　369回
③習い事の送迎　　　　　　　　　　　　　　　　282回
④保育所・幼稚園登園前の預かり及び送迎　　　　177回
⑤その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　171回
合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,869回

令和元年度 活動報告（平成31年4月1日～令和2年1月31日 現在）

このようなお手伝いをしていただいています
•幼稚園や保育園への送迎　　　　　　　
•夕方の学童保育所から自宅への送迎　
•習い事の送迎　　　　　　　　　　　　 
•保護者が体調不良時や外出時の預かり

•自宅での預かりのほか、子育て支援センターなどでの預かり
•車での送迎や徒歩での送迎
•自身の子どもが幼稚園や学校へ行っている間の時間帯のサポート等々

TEL 589-5960　FAX 589-5783野洲市社会福祉協議会問い合わせ
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この広報誌は、一部赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。

令和2年3月１5日

滋賀県野洲市西河原2400番地

E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp http : //www.yasu-syakyo.or.jp

おしらせ版

野洲市介護者家族の会　 事務局  野洲市社会福祉協議会 TEL 077-589-4683  FAX 077-589-5783問い合わせ

介護者家族の会  懇談会のお知らせ

※参加費（会費）：１回につき100円

介護を必要としている人の家族や、介護に関心のある
人たちが日頃の介護についていろいろな問題を共に解決
していくために集まっています。
介護の相談や情報交換等を行い「一人だけじゃない」
「仲間がいる」と参加者相互の親睦を深め、心身をリフ
レッシュします。
皆さんの参加お待ちしています。 どなたでもお気軽にご参加ください。

3月18日 ㈬

4月15日 ㈬

5月20日 ㈬

野洲市
健康福祉センター
（辻町433-1）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間

介護の悩みを気軽に相談できる場、認知症や介護に
関する情報交換、同じ悩みを持つ人との交流の場など、
皆さんの集いの場として気軽に参加ください。認知症
の人や、家族が気軽に外出できる場としてもご利用くだ
さい。

対　象

参加費 問い合わせ

どなたでも　＊予約不要

無料　＊飲み物やお菓子（各100円程度）の実費負担有り 野洲市地域包括支援センター　TEL 077－588－2337

介護カフェおこしやす開催中～ ! !

４月７日㈫

５月12日㈫

６月２日㈫

７月７日㈫

野洲市
健康福祉センター1階 
旧デイサービス室
（辻町433-1）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間

野洲市社会福祉協議会（野洲市西河原2400番地）
TEL：077-589-4683　FAX：077-589-5783

申込み・問い合わせ

学童保育所　専任職員
学童保育所(放課後児童クラブ)の保育業務等
付随する業務全般
資　　格　幼稚園･小･中･高等学校教諭免許、

保育士資格、社会福祉士資格、社会
福祉主事･社会教育主事･児童福祉
司任用資格のいずれかを取得してい
る方 又は、２年以上児童福祉事業等
に従事した経験のある方

年　　齢　不問
就業場所　野洲市内の学童保育所
勤 務 日　月曜日～金曜日
　　　　　（祝日、年末年始を除く）
勤務時間　午前10時から午後７時15分までの内

８時間勤務
　　　　　但し、春･夏･冬休み等の学校休業期

間中(土･日･祝日、年末年始を除く)
は、午前７時30分から午後７時15分
までの内7時間45分勤務

給　　与　１9５，5００円～（年１回の昇給あり）
　　　　　本会規程により通勤手当支給、賞与、

社会保険・有給休暇(年20日)、小学生
以下のお子さまの保育料補助制度あり

学童保育所　非常勤職員
特別な支援が必要な児童の保育業務など

資格/年齢　不問
就業場所　野洲市内の学童保育所
勤 務 日　月曜日～金曜日
　　　　　（祝日、年末年始を除く）
勤務時間　午後２時３０分から午後６時３０分まで

の４時間勤務
　　　　　但し、春･夏･冬休み等の学校休業期

間中(土･日･祝日、年末年始を除く)
は、午前８時３０分から午後６時３０分
までの内８時間勤務

賃　　金　時給９５０～１，150円（年１回昇給あり）
　　　　　本会の規程により通勤手当、有給休

暇、雇用保険への加入あり

学童保育所アルバイトも同時募集中です

学童保育所  職員募集


